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ＳＤＧｓ推進キャンペーン、開始します！
～いつまでも すべての人に やさしいまちを みんなで～ 

 

 

キャンペーン その 1 ＳＤＧｓ推進助成金始動！ 

 

キャンペーン その２ あかしＳＤＧｓパートナーズ第３期募集開始！ 

あかしＳＤＧｓパートナーズとは… 

キャンペーン その３ 周知啓発 

 

×
 



～いつまでも すべての人に やさしいまちを みんなで～

×

100

あかし

× 選考委員会で
選考！



申請書のダウンロードやさらに詳しい
内容のご確認は市ホームページから！

選考委員会で
選考！

例えば…

海洋ごみの多くを占める使
い捨てプラスチックの削減
に向けて、市民の行動変容
を促す効果的な取組

食べ残しの堆肥化と
市民農園等での活用

・研修の実施、社内啓発冊子
の作成

・ＳＯＧＩＥへ配慮した
トイレや更衣室の設置等

地域でＳＤＧｓを学べる機
会の創出及び明石の自然に
関する子ども向け冊子の作
成・配布

ICT等の先端技術を活用した、
外来生物による被害削減のた
めの解決策（追い払いや捕獲
等含む）の実証実験

生産過程で出る廃棄物を利
用した商品開発等



3期募集

START!

～いつまでも すべての人に やさしいまちを みんなで～

SDGsとは？

＼制度のポイントはこちら！／

最大100万円！





あかしSDGsパートナーズ登録団体一覧

№ 名称 業種
1 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　　神戸支店　明石支社 金融業、保険業
2 アカシクリエイティブクラブ (ACC) その他団体
3 明石シニアカレッジ健幸華齢グループ その他団体
4 一般社団法人明石市薬剤師会 その他団体
5 朝霧カタツムリYoga その他団体
6 阿那写真館 サービス業（他に分類されないもの）
7 株式会社　池内工務店 建設業
8 宗教法人　岩屋神社 サービス業（他に分類されないもの）
9 株式会社　上林電気商会 建設業
10 NPO法人ウエルネスハート NPO
11 碓永自動車 株式会社 運輸業、郵便業
12 海と空の約束プロジェクト その他団体
13 明石市立大蔵中学校 学校
14 株式会社　柿野工務店 建設業
15 株式会社　兼廣 製造業
16 明石市立錦城中学校 学校
17 グッドフェローズ株式会社 医療、福祉
18 株式会社ＫＨＣ 建設業
19 生活協同組合コープこうべ　第6地区本部 卸売業、小売業
20 株式会社サーテック永田 製造業
21 株式会社シンノウ 製造業
22 特定非営利活動法人　そなえる救急医療情報 NPO
23 第一生命保険株式会社　明石支社 金融業、保険業
24 田口建材株式会社 卸売業、小売業
25 竹田工務店株式会社 建設業
26 株式会社中国銀行　明石支店 金融業、保険業
27 中川社会保険労務士事務所 サービス業（他に分類されないもの）
28 株式会社　にしけん 建設業
29 日工株式会社 製造業
30 日新信用金庫 金融業、保険業
31 ハワイアンサロン　ぷなな 生活関連サービス業、娯楽業
32 兵庫トヨタ自動車株式会社　大久保店 卸売業、小売業
33 保険見直し本舗　アスピア明石店（株式会社マーベリック） 金融業、保険業
34 株式会社　三井住友銀行　明石支店 金融業、保険業
35 三井住友信託銀行（株）　明石支店 金融業、保険業
36 株式会社みなと銀行　明石統括部 金融業、保険業
37 有限会社　明上電気工業 建設業
38 米澤デンタルクリニック 医療、福祉
39 合同会社　ワークコンチネンタル 医療、福祉
40 アイサーチ・ジャパン（国際イルカ・クジラ教育リサーチセンター） その他団体
41 株式会社アイセル 情報通信業
42 国立高等専門学校機構　明石工業高等専門学校 学校
43 明石市立明石小学校 学校
44 地方独立行政法人明石市立市民病院 医療、福祉
45 明石地域振興開発株式会社 不動産業、物品賃貸業
46 明石市立朝霧小学校 学校
47 魚住東地区 民生児童委員協議会 その他団体
48 エコべ その他団体
49 SDGsが生み出す未来from兵庫 その他団体
50 casaそら その他団体
51 株式会社カネミツ 製造業
52 一般社団法人 カレッジ 医療、福祉
53 環境共育推進協議会　corecolor-コレカラ- その他団体
54 キャタピラージャパン合同会社　明石事業所 製造業
55 株式会社キャッスルホテル 宿泊業、飲食サービス業
56 傾聴対話スクール　TELMON サービス業（他に分類されないもの）
57 シーズウォーキングスクール明石校 サービス業（他に分類されないもの）
58 合同会社 JSE International 教育、学習支援業
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59 株式会社　子午線 宿泊業、飲食サービス業
60 株式会社シティトラスト サービス業（他に分類されないもの）
61 損害保険ジャパン株式会社　兵庫支店　明石支社 金融業、保険業
62 地球LOVE明石 その他団体
63 鳥羽青年會・屋台保存会 その他団体
64 株式会社中市大福堂 卸売業、小売業
65 西明石ホテル（西明石興業有限会社） 宿泊業、飲食サービス業
66 西海醤油株式会社 製造業
67 一般社団法人　のはらくらぶ 教育、学習支援業
68 株式会社バーベキューアンドコー 宿泊業、飲食サービス業
69 花園校区まちづくり協議会 その他団体
70 日置建設株式会社 建設業
71 ひょうごまちなみガーデンショー実行委員会 その他団体
72 明石市立二見小学校 学校
73 株式会社　フロッグハウス 建設業
74 丸榮日産株式会社 製造業
75 三井住友海上火災保険株式会社　神戸支店　明石支社 金融業、保険業
76 社会福祉法人 三幸福祉会（清華苑） 医療、福祉
77 NPO法人メリープロジェクト／関西支部・明石支局 NPO
78 Legare 教育、学習支援業
79 就労継続支援B型事業所　ワークス大久保 医療、福祉

№ 業種 登録数
4 建設業 9
5 製造業 8
7 情報通信業 1
8 運輸業、郵便業 1
9 卸売業、小売業 4
10 金融業、保険業 10
11 不動産業、物品賃貸業 1
13 宿泊業、飲食サービス業 4
14 生活関連サービス業、娯楽業 1
15 教育、学習支援業 3
16 医療、福祉 7
18 サービス業（他に分類されないもの） 6
21 学校 6
22 NPO 3
23 その他団体 15

合計 79
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